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【世界銀行東京事務所 Eニュース 685号】世界銀行グループの脆弱性・紛争・暴力（FCV）戦略、今

後空席が見込まれる職種（エネルギー、ヘルス、環境、教育、人事の各分野）の登録締切間近、他 

世界銀行東京事務所 Eニュース 第685号 2020年2月28日 発行 

世界銀行グループ、脆弱性・紛争・暴力（FCV）分野における

支援戦略を発表 

世界銀行グループは2月27日、グループとして初となる脆弱性・紛争・暴力（FCV）戦略と報告書「

脆弱性・紛争：貧困との戦いの最前線で」を発表しました。戦略では、世界全体で極度の貧困を撲滅

するためには、FCVの影響下にある国々において緊急に行動を起こすことが不可欠だと指摘していま

す。また、報告書は、データをもとにFVCの脅威は極めて深刻であるとし、いかにして向き合うべき

かについて方向性を提言しています。 

プレスリリース： http://wrld.bg/zc5430qlp5A 

ブログ： http://wrld.bg/sZT830qlp6r 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa77f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa780&p1=@b3yYWDOR_cHh63S9fm-HSGP3d2MeQS8xlEUBAJeaCxmpNaALrleJ3AirsCwlKLL0p0LKFX-R6RdpgVEiNsEoTdpM-ZqETzEJVDSBNj6lzSXJXKyd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa782
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa783
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa781


締切間近：今後空席が見込まれる職種（エネルギー、ヘルス、

環境、教育、人事の各分野）の登録者受付（3月1日締切） 

世界銀行人事総局では、日本国籍を持つ方を対象として、今後空席が見込まれる主な職種（エネルギ

ー、ヘルス、環境、教育、人事の各分野）に適する候補者の英文履歴書（CV）を受け付けておりま

す。このプログラムでは、世界銀行の要員需給分析を基に特に需要が高いと見込まれる職種を選別し

ております。各職種に適した候補者を予め審査し、将来空席が出た際に応募要件にあった候補者に採

用プロセスへの参加の打診をご連絡いたします。世界銀行での勤務にご関心のある方は該当する職種

に是非ご登録ください。  

応募締切： 2020年3月1日（日）ワシントンDC時間午後11時59分（日本時間3月2日午後1時59分） 

詳細・応募：http://wrld.bg/DYIC30qizAn 

主なニュース 

タジキスタン：持続可能で効率的な電力セクターを支援

世界銀行理事会は2月25日、タジキスタンの電力セクターの財務実行可能性と効率性の向上を目的と

した、国際開発協会（IDA）からの1億3,400万ドルの支援を承認しました。これにより、家庭や企業

への手頃な価格の安定した電力供給や、クリーンなエネルギー資源の輸出増加による収益などが期待

されます。 

プレスリリース： http://wrld.bg/nYKf30ql674 （英語） 

報告書「ウガンダ：包摂的な成長に向けた雇用戦略」 

ウガンダは、急速な経済成長および若者の労働人口増加をふまえ、より多くの雇用が必要となります

。2月25日に発表された世界銀行の報告書で、特にアグリビジネスは、増加が進む食料の需要に向け

、輸送、保管、倉庫、小売店、外食業など多くの雇用機会を創出することが可能だとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/mCa730ql67e （英語） 

ナイロビ：低所得コミュニティに持続可能な衛生と水のサービスを提供

ナイロビの都市に住む貧困層は、急速な都市化に伴い、水や衛生の設備がほとんど或いは全くない、

インフォーマルな集落で生活せざるをえない状況です。2012年から2018年にかけて実施された国際

開発協会（IDA）が支援する水と衛生のプロジェクトは、同国のインフォーマルな集落の8万4,940人

に改善された水源へのアクセスを提供し、13万7,243人に下水道の普及を行いました。

特集： http://wrld.bg/hg8S30ql67o （英語） 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa784
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa785
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa786
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa787


カンボジア：コミュニティ漁業が絶滅寸前の魚類を救う

漁業はカンボジアの食生活に不可欠ですが、メコン川では絶滅危惧種の魚類が違法な漁業によって減

少を続けていました。世界銀行が資金を提供するプロジェクトは、70のコミュニティ漁業の設立を

支援し、違法漁業活動の30％削減や、水資源の効率的な管理のサポートなどに貢献しました。 

特集： http://wrld.bg/Kepd30ql67u （英語） 

再募集：東京開発ラーニングセンター（TDLC）マルチメディア

スペシャリスト（短期コンサルタント）

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、マルチメディアスペシャリスト（短期コンサ

ルタント）を募集 しております。勤務地は東京、応募締切は2020年3月20日（金）です。

＜主な職務内容＞ 

世界銀行の東京開発ラーニングセンター（TDLC）にて、公開セミナー等の機材運用計画を立案・助

言し、ビデオ会議とWebExの接続状況モニター、コントロール室と会議室の定期保守点検支援などを

実施。 

＜応募条件＞ 

オーディオ・ビジュアル分野での業務経験が3年以上ある方 。ビデオおよびオーディオ機器に関する

専門レベルの知見と経験があり、会議ブリッジを操作した経験を有するか、学ぶ意欲のある方。ビデ

オ編集ソフトを使用した経験、および使用する能力を有することが望ましい。

応募締切： 2020年3月20日（金） 

詳細： http://wrld.bg/fJ8h30qbDI4 

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け

ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。 

世界銀行東京事務所 

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階 

電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695 

世界銀行東京事務所フェイスブック 

世界銀行東京事務所ツイッター 

世界銀行東京事務所インスタグラム 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa788
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa789
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa78d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa824
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa825
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa826
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa78a
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa78b
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6a00521,33a9656,33aa78c


世界銀行東京事務所Eニュース

 

【世界銀行東京事務所 Eニュース 684号】今後空席が見込まれる職種（エネルギー、ヘ
ルス、環境、教育、人事の各分野）の登録者受付中（3月1日締切）、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第684号 2020年2月21日 発行

今後空席が見込まれる職種（エネルギー、ヘルス、環境、教
育、人事の各分野）の登録者受付中（3月1日締切）

世界銀行人事総局では、日本国籍を持つ方を対象として、今後空席が見込まれる主な職種
（エネルギー、ヘルス、環境、教育、人事の各分野）に適する候補者の英文履歴書（CV）
を受け付けております。このプログラムでは、世界銀行の要員需給分析を基に特に需要が高
いと見込まれる職種を選別しております。各職種に適した候補者を予め審査し、将来空席が
出た際に応募要件にあった候補者に採用プロセスへの参加の打診をご連絡いたします。世界
銀行での勤務にご関心のある方は該当する職種に是非ご登録ください。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300095
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300097


応募締切： 2020年3月1日（日）ワシントンDC時間午後11時59分（日本時間3月2日午後1時
59分）
詳細・応募：http://wrld.bg/DYIC30qizAn

ブログ：アフリカの食糧・栄養安全保障－2030年達成に向け
た政策面の優先課題

アフリカ各国は今後10年間、食糧安全保障を優先課題と位置付けて取り組んでいく必要があ
ります。気候変動の影響や農業生産性の低下、そして急速な人口増や都市化による脆弱性に
対応するため、科学技術やデジタル技術を駆使した政策が期待されます。
 
ブログ： http://wrld.bg/uim630qjtbb 

世界銀行 東京事務所 ITサポートサービス 人材派遣契約 調達
情報公示

世界銀行（契約主：国際復興開発銀行（世界銀行））は、世界銀行東京事務所に、ITサポー
トアシスタント人材を1名派遣提供する企業を募集します。必要条件や応募方法は以下リン
クをご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/RqGt30qhCHb

主なニュース

低・中所得国125カ国の道路交通安全を支援

世界銀行は2月19日、道路交通安全がもたらす機会と課題に関する報告書を発表しました。
交通事故による世界全体での犠牲者は年間135万人、負傷者は5,000万人ですが、その90％
以上が低・中所得国で発生しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300098
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300099
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,330016c


プレスリリース： http://wrld.bg/mJSr30qjrYz （英語）

オフグリッド太陽光発電が年間17億5,000万ドル市場に成長

世界銀行グループとオフグリッド太陽光発電産業に関するグローバル連盟は2月18日、オフ
グリッド太陽光発電に関する報告書を発表し、過去10年間の目覚ましい成長を指摘しまし
た。現在4億2,000万人に電力等のサービスが提供されていますが、世界では今なお8億人以
上に電力アクセスがありません。2030年までにエネルギーの普及を目指す持続可能な開発目
標7の達成にはオフグリッド太陽光発電の拡大が不可欠です。

プレスリリース： http://wrld.bg/PxNN30qjrYT （英語）

世界銀行グループ：女性起業家支援の取組みに着手

世界銀行グループは2月16日、女性起業家支援の2つの新イニシアティブを発表しました。1
つ目は世界銀行の女性起業家資金イニシアティブ（We-Fi）と世界銀行のグループ機関であ
る国際金融公社（IFC）が立ち上げた、女性によるスタートアップ事業の支援加速に向けた
スケールXプログラム、2つ目は女性起業家によるeコマース・プラットフォームの活用支援
に向けた運送大手UPSとの提携です。

プレスリリース： http://wrld.bg/eip530qjrZa （英語）

ナイジェリア：世界銀行が人的資本と経済改革への投資を拡大

世界銀行は2月18日、予防接種普及、地方へのアクセスと農業マーケティング、雇用創出の
ためのデジタル経済活性化、経済改革、技能習得による開発効果、社会・環境セーフガード
の機能強化など、ナイジェリアの開発優先課題を支援するため6件のプロジェクトを承認し
ました。今回の取組みには、協調融資や譲許的融資などの形で国際開発協会（IDA）の資金
が提供されます。

プレスリリース： http://wrld.bg/sOJk30qjrZm （英語）

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,330016d
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,330016e
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,330016f
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300170


世界銀行東京事務所

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター
世界銀行東京事務所インスタグラム

このメールは送信専用のアドレスから配信されています。 WorldBank@newsletterext.worldbank.org にメー
ルをいただいても内容の確認およびご返答ができません。お問合せは ptokyo@worldbank.org までお願
いいたします。

※世界銀行のメール配信システムのリニューアルに伴い、送信者名・送信元メールアドレスがWorld Bank
Tokyo <ptokyo@worldbank.org> から WBTokyo eNews <WorldBank@newsletterext.worldbank.org>に変わり
ました。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300171
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300172
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300173
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300174
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300175
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300176
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h690f472,32fc243,3300177
mailto:ptokyo@worldbank.org
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【世界銀行東京事務所 Eニュース 683号 】ジェンダー格差のない都市の計画・設計、
2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション：国際金融公社（IFC）追加募集、他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第683号 2020年2月14日 発行

ジェンダー格差のない都市の計画・設計

世界銀行は12日に発表した「ジェンダー包摂を実現する都市の計画・設計ハンドブック」の
中で、近代の都市は男性が男性のために設計しており、女性には経済・社会的開発へのアク
セスが限られている、と指摘しています。また本ハンドブックは、都市の計画と設計にジェ
ンダー包摂の概念を取り入れることの意味や方法を示しています。

プレスリリース： http://wrld.bg/FHFx30qhAlW 

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0bb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0bd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0be


2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション：国際金融
公社（IFC）追加募集

国際金融公社（IFC）では、新たに評価分析スペシャリスト ＜IFC15＞、エコノミスト ＜
IFC16＞の2つのポジションを募集します。応募締切は2月21日午後11時59分（UTC）です。
下記リンクより詳細をご覧いただき、この機会を逃さずご応募ください。

詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg

COVID-19 （新型コロナウイルス）に関する世界銀行ステート
メント更新版－2月11日

世界銀行グループは11日、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大に関するステート
メントを発表し、今後の支援として、疾病監視、食品の安全、危機対応、今回の感染拡大が
中国経済に与える影響の分析を集中的に支援する予定であると発表しました。

ステートメント： http://wrld.bg/JiFu30qhzUr
ファクトシート： http://wrld.bg/uUUY30qhzUG

セミナーのお知らせ

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する
世界銀行モーニングセミナー（第58回）

日時：2020年2月19日（水）午前7時45分～午前8時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0bf
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0c0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d0c1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d0


質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

ライセンス・トゥ・ドリル：採掘許可発行インテグリティ・デューデリジェ
ンスのためのマニュアル
世界銀行モーニングセミナー（第59回）

日時：2020年3月3日（火）午前7時45分～午前8時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：世界銀行が2018年5月に発表した報告書「ライセンス・トゥ・ドリル：採掘許可発行
インテグリティ・デューデリジェンスのためのマニュアル」の共著者でもあるキャリ・ヴォ
タヴァ世界銀行金融・競争性・イノベーショングローバルプラクティス上級金融セクター専
門官がワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご質問
にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/FBFs30qhCdP

世界銀行 東京事務所 ITサポートサービス 人材派遣契約 調達
情報公示

世界銀行（契約主：国際復興開発銀行（世界銀行））は、世界銀行東京事務所に、ITサポー
トアシスタント人材を1名派遣提供する企業を募集します。必要条件や応募方法は以下リン
クをご覧ください。

詳細： http://wrld.bg/RqGt30qhCHb

TDLCマルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタン
ト）、都市開発・まちづくりリサーチインターン募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、マルチメディアスペシャリスト（短
期コンサルタント）、都市開発・まちづくりに関するリサーチインターン（有給）を募集し
ております。共に勤務地は東京、応募締切は本日2020年2月14日（金）です。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1da


マルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタント）詳細： http://wrld.bg/sbRA30qbV0L
都市開発・まちづくりリサーチインターン詳細： http://wrld.bg/CW7m30qbV0r

主なニュース

ラオス人民民主共和国：持続可能な森林管理に世界銀行が追加融資

世界銀行理事会は2月11日、持続可能な森林管理プロジェクトに対し、国際開発協会
（IDA）からの500万ドルの追加融資を承認しました。同プロジェクトは2013年以降、持続
可能な森林管理の分野において、村民と民間セクターの両方に新たな経済的機会をもたらし
ていますが、コミュニティ参画とガバナンスの課題を中心に、追加の資金援助と技術協力が
必要とされています。

プレスリリース： http://wrld.bg/HIEx30qhAom （英語）

公共スペースへの投資―誰もが住みやすい都市を目指して

世界銀行は2月11日に発表した報告書で、計画性の欠如や予算の制約等のために公共スペー
スに十分な投資がされていない結果、開発の機会が損なわれていると指摘しています。公共
スペースは、適切な計画、財政、管理を行った場合には、都市での生活の質を高め、都市機
能を向上させるための有力な資産として機能する可能性を持っています。

プレスリリース： http://wrld.bg/L2QZ30qhAoB （英語）

ガザ地区：パレスチナの人々の安全な飲料水確保に世界銀行らが1億1,700万
ドルを投資

世界銀行は2月10日、安全な飲料水へのアクセスが非常に限られているガザ地区の水の安全
保障プロジェクトにグラントを提供すると発表しました。水の質と量の改善を図る同プロジ
ェクトで、約87万人の生活の質向上が見込まれています。

プレスリリース： http://wrld.bg/QlBl30qhAoW （英語）

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d2
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d5


中東・北アフリカ地域：経済成長と社会的包摂のためには地域内格差の解消
が不可欠

中東・北アフリカ地域は域内格差が深刻です。世界銀行は2月9日に発表した報告書の中で、
域内の人の移動促進、規制撤廃による魅力ある都市づくり、国内・域内の市場アクセスの改
善等で格差解消を進めることができるとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/F2nD30qhAp9 （英語）

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター
世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1d6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1db
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1dc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1dd
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1de
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1df
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1e0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h6834489,32863ba,328d1e1


世界銀行東京事務所Eニュース

 

【世界銀行東京事務所 Eニュース 682号 】報告書「肥満：世界規模の緊急課題が保
健・経済に及ぼす影響」、2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション締切間近、
他

世界銀行東京事務所 Eニュース 第第682号 2020年2月7日 発行

報告書「肥満：世界規模の緊急課題が保健・経済に及ぼす影
響」

世界銀行が2月6日に発表した報告書では、肥満は、生産性を低下させ寿命を縮め、障害を増
やし保健医療コストを膨らませるなど、国の経済と人的資本に多大な影響を及ぼすとしてい
ます。また同報告書は、肥満関連の疾病は現在、サブサハラ・アフリカ地域を除き、世界中
で死亡原因の上位3位に入っていると指摘しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154c8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154ca


プレスリリース： http://wrld.bg/pX8w30qfHWU
報告書： http://wrld.bg/15lo30qfI18 （英語） 

2020年 世界銀行グループ・リクルートミッション締切間近

世界銀行グループのリクルートミッションが締切間近となっています。応募締切はポジショ
ンにより異なりますが下記のご案内をご覧いただき、この機会を逃さずご応募ください。
今回のリクルートミッションでは、特に脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響下にある国への
支援強化のため、FCV戦略に沿った支援に求められるスキルを有する専門家を数多く募集し
ております。
詳細： http://wrld.bg/wK4t30pZuXg

応募締切はポジションにより異なりますが、現在受付中のポジションも締切間近となってい
ますので、この機会を逃さずご応募ください。

■以下の世界銀行ポジションは、締切間近となっています（2月8日～11日）。締切日はポジ
ションにより異なりますので、上記ウェブサイトからご確認ください。
上級防災専門官＜WB1＞
上級保健専門官/シニアエコノミスト＜WB2＞
上級環境専門官＜WB3＞
上級社会的保護専門官＜WB4＞
上級ガバナンス専門官 ＜WB5＞
シニアエコノミスト＜WB6＞
上級都市開発専門官＜WB7＞

■以下のIFCポジションの応募締切日を2020年2月13日午後11時59分（UTC）に延長しまし
た。
インベストメント・アナリスト＜IFC1＞
インベストメント・オフィサー/ アソシエイト・インベストメント・オフィサー＜IFC2＞
アップストリーム・オフィサー＜IFC3＞
シニア・アップストリーム・オフィサー＜IFC4＞
オペレーションズ・アナリスト＜IFC5＞
オペレーションズ・オフィサー＜IFC6A＞
オペレーションズ・オフィサー＜IFC6B＞
ポートフォリオ・アナリスト＜IFC7＞
環境・社会開発専門官＜IFC9＞
リスク・アナリスト＜IFC10＞

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154cb
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154cc
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154cd


アソシエイト・リスク・オフィサー＜IFC11＞

■MIGAのポジションは全て応募を締切りました。

セミナーのお知らせ

ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビジネス分野の規制を比較する
世界銀行モーニングセミナー（第58回）

日時：2020年2月19日（水）午前7時45分～午前8時45分
場所：世界銀行東京事務所 http://ow.ly/Ok6kd
内容：世界銀行が10月に発表した新報告書「ビジネス環境の現状2020：190カ国・地域のビ
ジネス分野の規制を比較する」では、世界115カ国・地域の政府が、民間セクターのビジネ
ス環境を改善し、雇用の創出や商業活動の拡大、所得向上への道筋をつけるため、この1年
間に294件の改革を実施したと指摘しています。同報告書の作成・執筆担当チームを統括す
るバレリア・ペロッティ世界銀行開発経済総局（DEC）ビジネス環境の現状プログラムマネ
ージャーがワシントンよりテレビ会議で同報告書の主なポイントをご説明し、皆様からのご
質問にお答えします。
詳細・お申込み： http://wrld.bg/4XGc30q9f9O

TDLCマルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタン
ト）、都市開発・まちづくりリサーチインターン募集

世界銀行東京開発ラーニングセンター（TDLC）では、マルチメディアスペシャリスト（短
期コンサルタント）、都市開発・まちづくりに関するリサーチインターン（有給）を募集し
ております。共に勤務地は東京、応募締切は2020年2月14日（金）です。

マルチメディアスペシャリスト（短期コンサルタント）詳細： http://wrld.bg/sbRA30qbV0L
都市開発・まちづくりリサーチインターン詳細： http://wrld.bg/CW7m30qbV0r

主なニュース

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d4
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154ce
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154cf


インドネシア：中所得層拡大が成長の鍵

世界銀行は1月30日に発表した報告書で、成長加速と繁栄の共有推進には中所得層の拡大が
必要だと指摘しています。インドネシアでは過去15年間に貧困率が大きく改善し、中所得層
が国民の20％を占めています。中所得層は意欲が高く、消費が活発で人的資本に投資する傾
向が高いため、適切な政策により層の拡大を図れば、国の成長が進み高所得国への移行に役
立つとしています。

プレスリリース： http://wrld.bg/khd530qfHZv （英語）

タイ：持続的なオゾン層保護と気候変動の緩和

世界銀行は1994年以降、タイの政府や民間セクターと協力し、冷暖房、発泡剤、防火剤等、
オゾン層破壊物質の使用削減を進めてきました。地球温暖化を防ぎ気候変動の緩和を図るた
め、民間企業に技術やノウハウを伝え、政府機関に政策・技術面で助言を行っており、二酸
化炭素の排出量を3,818万トン削減するなど大きな成果を上げています。

成果： http://wrld.bg/dPhb30qfHZS （英語）

コロンビア： 林畜複合を通じた持続可能性の達成

生物多様性が豊かなオリノキア地域では、持続可能な土地利用を目指して世界銀行のバイオ
カーボン・ファンドを受けたプログラムにより、持続可能な畜産を拡大しました。林畜複合
と呼ばれるこのモデルは、健全な家畜飼育、土壌の栄養分改善、二酸化炭素排出の削減等を
通じて持続可能な農業生産を推進するものです。

特集： http://wrld.bg/erlS30qfI0k （英語）

エチオピア：エネルギー・セクターが女性の機会を拡大

2025年までに完全電化を目指すエチオピアは、男性優位の電力セクターにおいて女性の機会
を拡大し、将来的に労働者の男女比を1対1にする計画です。国際開発協会（IDA）等の支援
を受けたエチオピア電力公社（EEU）が大学と協力し、女性従業員や女子学生に新しい機会
を生み出し、ジェンダーに基づく暴力を禁止する初の政策が、安全な労働環境づくりに貢献
しています。

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d0
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d1
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d2


特集： http://wrld.bg/vLqQ30qfI0L （英語）

リンクが表示できない場合、お手数ですがメール上のURLをコピーしブラウザのアドレスバーに貼り付け
ていただくか、メールでご連絡をいただければ幸いです。

世界銀行東京事務所

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル14階
電話 03-3597-6650 FAX 03-3597-6695
世界銀行東京事務所フェイスブック
世界銀行東京事務所ツイッター
世界銀行東京事務所インスタグラム

http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d3
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d5
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d6
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d7
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d8
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154d9
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154da
http://t.newsletterext.worldbank.org/r/?id=h66dff3b,320dce5,32154db

	世界銀行東京事務所 Eニュース 第685号 2020年2月28日 発行
	世界銀行東京事務所 Eニュース 第684号 2020年2月21日 発行
	世界銀行東京事務所 Eニュース 第683号 2020年2月14日 発行
	世界銀行東京事務所 Eニュース 第第682号 2020年2月7日 発行



